
委員会名等 日時・期間 所属 職名 氏名

奈良のシカ保護管理計画検討委員会委員 H25.12- 社会科教育講座 教授 渡邉　伸一

奈良県農業農村整備環境配慮検討委員会　委員 H28.11-

奈良県河川整備委員会　委員 H28.4-

奈良県自然環境保全審議会　温泉部会　委員 H16.4-

「きれいに暮らす奈良県スタイル」推進協議会　委員 H28.10-

「きれいな奈良県づくり功労賞」選定委員会　委員 H29.8-

奈良県優秀教職員表彰選考委員会（議長） R2.10 理科教育講座 教授 森本　弘一

奈良県次世代教員養成プログラム実行委員会委員 R2.4- 教育連携講座 准教授 竹村　謙司

奈良県教科用図書選定審議会委員 R2.4-R2.8

奈良県教育支援委員会 R2-R3

奈良県教育委員会 スクールカウンセリング･カウンセラー R2.4-R3.3

奈良県教員メンタルヘルス委員会 委員 R1.10～R3.7

奈良県小学校若手教員育成研修推進委員会委員 H27.4-

奈良県教員等の資質向上に関する指標等検討委員会委員 H29.4-

奈良県立教育研究所研究紀要編集委員会委員 H30.12-

奈良県立畝傍高等学校「グローバルな視野を持った次代のリーダー育成
コンソーシアム」運営協議会委員

R1.6-

奈良県立青翔中学校・高等学校 SSH運営指導委員会　委員 H28.4- 理科教育講座 教授 和田　穣隆

奈良県立藤の木学園 奈良県立藤の木学園第三者委員 Ｈ30-R2年度

奈良県立奈良東養護学校 奈良県立奈良東養護学校 学校評議員 H31.4-R3.3

奈良県立盲学校 奈良県立盲学校 学校評議員 H31.4-R3.3

奈良県立平城高等学校 奈良県立平城高等学校学校評議員 H30.4-

奈良県立郡山高等学校 奈良県立郡山高等学校学校運営協議会委員 R1.4-

奈良県立国際高等学校 奈良県立国際高等学校コミュニティースクール準備委員会  委員 R3.1-

奈良市スポーツ推進審議会委員　委員長 R2.12-R4.11

指定管理者選定委員会委員 R2.12-R3.1

奈良市発達支援ネットワーク会議　議長 H31.4-R3.3

奈良市障害者計画策定委員会委員 R2年度

奈良市教育支援委員会 委員 H31.4-R3.3

奈良市教育相談運営会議 委員 R2.4.-R3.3

奈良市特別支援教育連携会議 委員長 R2.4.-R3.3

奈良市立六条小学校 奈良市立六条小学校　学校コミュニティスクール委員 H31.4-R3.3 教職開発講座 教授 木下　理恵

田原本町 旧清掃工場周辺環境問題調査委員会　委員 H31.4- 理科教育講座 教授 藤井　智康

学校教育講座 教授 板橋　孝幸

社会科教育講座 教授 根田 克彦

宇陀市教育委員会 宇陀市学校規模適正化検討委員会　副委員長 H31.4-R3.3 教職開発講座 准教授 東畠　智子

五條市学力向上推進委員会　委員長 H2.8-R3.2 数学教育講座 教授 近藤　裕

五條市史編集委員会専門部会（地理環境部会）員 H31.4- 理科教育講座 教授 和田　穣隆

五條市史編集委員会 専門部会員 R1.8- 社会科教育講座 准教授 河本　大地

川上村 川上村環境審議会 委員（副会長） R2.4- 社会科教育講座 准教授 河本　大地

十津川村教育委員会 十津川村史編さん委員会　専門調査員 H29.5- 社会科教育講座 准教授 河本　大地

上牧町教育委員会 上牧町学校適正化協議会

根來　秀樹
教授／セ
ンター長

教職開発講座／特
別支援教育研究セ

ンター

R2.4-R3.3

教職開発講座奈良市

高橋　豪仁教授保健体育講座

前田　康二教授教職開発講座
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五條市教育委員会

木下　理恵教授

前田　康二教授教職開発講座

奈良県

木下　理恵教授教職開発講座

令和２年度　委員会委員等

依頼元・主催者等

河本　大地准教授社会科教育講座

奈
良
県

奈良県教育委員会
教職開発講座／特
別支援教育研究セ

ンター

藤井　智康教授理科教育講座

根來　秀樹
教授／セ
ンター長

教職開発講座 教授 木下　理恵



委員会名等 日時・期間 所属 職名 氏名依頼元・主催者等

奈良家庭裁判所 奈良家庭裁判所委員会　委員 H30.8-R2.8 教職開発講座 教授 木下  理恵

奈良女子大学附属中等教育学校 奈良女子大学附属中等教育学校関係者評価委員会委員 H30.4- 教職開発講座 教授 前田　康二

大阪府教育委員会 大阪府立西淀川支援学校学校運営協議会　会長 R.2.4-R.3.3

寝屋川市教育委員会 寝屋川市地域保健審議会　委員 R.2.4-R.3.3

愛知県 長良川河口堰最適運用検討委員会　委員 H24.6- 理科教育講座 教授 藤井　智康

和歌山県 南紀熊野ジオパーク推進協議会学術専門委員会  委員 H25.7- 理科教育講座 教授 和田　穣隆

松阪市英語教育推進委員会委員長 H30.5-

令和２年度英語コミュニケーション力向上推進事業に係る外国語指導助手
（ALT）派遣業務プロポーザル審査委員

R2.2-R3.3

大阪府私立幼稚園連盟 大阪府幼児教育・保育質向上支援システム検討委員会 R2.4- 学校教育講座 教授 廣瀬　聡弥

日本学校心理士奈良支部 日本学校心理士会奈良支部役員（委員） H30.5- 学校教育講座 教授 出口　拓彦

竹林景観ネットワーク 運営委員 H19.12-

小代ガイドクラブ（兵庫県香美町） 講師 H26.4-

山陰海岸ジオパーク推進協議会 山陰海岸ジオパーク講座支援事業　講師 H27.6-

近畿ESDコンソーシアム 運営委員 H29.7-

日本で最も美しい村香美町小代協議会 アドバイザー H30.5-

株式会社 全関西ケーブルテレビジョン 番組審議会 委員長 H30.4-

「日本で最も美しい村」連合 資格審査員 R1.11-

読売新聞奈良支局 読売新聞科学賞県審査 副委員長 R2.10 理科教育講座 教授 石井　俊行

奈良教育大学
  関西図工・美術教育研究会

令和2(2020)年度　奈良教育大学 関西図工・美術教育研究会 主宰 R2.4-R3.3

美術科教育学会
令和2(2020)年度　美術科教育学会

 副代表理事（研究担当)  /学会誌編集委員長
R2.4-R3.3

美術科教育学会
令和2(2020)年度　美術科教育学会

叢書企画委員会委員
R2.4-R3.3

美術科教育学会
令和2(2020)年度　美術科教育学会
『 美術教育学』  賞選考委員会委員

R2.4-R3.3

奈良県NIE推進協議会 奈良県NIE推進協議会  会長 R2.4-

奈良学園登美ヶ丘 奈良学園登美ヶ丘学校関係者評価及び第三者評価委員会　委員 R2.11-
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宇田　秀士美術教育講座

社会科教育講座 准教授 河本　大地

教授

前田　康二教授教職開発講座

そ
の
他
都
道
府
県

・
市
町
村

松阪市教育委員会 前田　康二教授教職開発講座

山中　矢展特任講師学校教育講座

省
庁


